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新型コロナウイルス感染症に
関する区の最新情報は右記二
次元コードよりご確認ください。
台東区 新型コロナウイルス感染症について

検索
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緊急事態宣言発令中

不要不急の外出は控えましょう
今、20～30代の
感染者、重症者が増えています

都内では、20～30代の新型コロナウイルス感染症の新規陽性者の割合が増加しています。重症化し
て入院する方も増えており、区内でも同様の傾向となっています。また、感染経路では、会食と職場
の割合が高くなっています。

都内の新規陽性者の年代別割合（東京都資料より作成）
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感染リスクを下げるための対策
飲食時に注意したいポイント

職場において注意したいポイント

・席の配置は斜め向かいに（正面や真横はな
るべく避ける）
・会話をする時はマスク着用
・箸やコップは使い回さず、一人ひとりで
・自宅等でお酒を飲む場合は、
①少人数・短時間で
②なるべく普段一緒にいる人と
③適度な酒量で
※公園など、屋外で集まってお酒を飲むのは
やめましょう。

・マスク着用や手洗い、アルコール消毒等、
感染対策の徹底
・職員間の距離確保、仕切りの設置、定期的
な換気等、密にならない対策
・体調が悪いときは出勤を控える
・昼食時や休憩時など、マスクを外しての会
話等を避ける
・テレワーク、時差出勤等の推進

自分自身を守り、大切な人の命を守るために、ワクチン接種が有効です
※本紙は、7月15日時点の情報に基づき作成しています。

広報

令和3（2021）年 7月20日

第 1281 号 （2）

新型コロナウイルスワクチン接種の
お知らせ
病院・集団接種会場の予約方法

（18歳以上の方・基礎疾患を有する方・高齢者施設等の従事者の予約受付中）
※7月15日時点の情報です。

予約の際は、接種券右上の「あなたの券番号（10桁）
」とパスワード「生年月日（西暦表示）
」が必要です（パスワードを変更された方
は変更後のパスワードとなります）
。

電話 台東区コロナワクチン コールセンター
予約 （午前9時～午後6時、土・日曜日・祝日も対応）

インターネット予約
（24時間受付）

右記二次元コードより予約してください。

TEL

03-4332-7912

武田／モデルナ社製ワクチン

種類

ファイザー社製ワクチン

（接種日時点で満18歳以上の方）

●上野精養軒本店（上野公園内）
●台東一丁目区民館

接種会場

予約状況

（接種日時点で満12歳以上の方）
●台東病院
●永寿総合病院（西町公園内プレハブ）
●浅草病院（今戸駐車場内プレハブ）
●浅草寺病院
●金杉区民館下谷分館
●花川戸1丁目施設
●谷中防災コミュニティセンター

・予約枠に空きがある状況です。接種を希望される方はお早めに予約
・国からのワクチン供給量の不足により、予約枠に空きがない状況で
してください。
す。キャンセル等で空きが生じるか、予約受付数が拡大されるまで
・今後、予約枠がすべて埋まった場合には、キャンセル等で空きが生
お待ちください。
じるか、予約受付数が拡大されるまでお待ちください。
・予約受付数を拡大する際は、区ＨＰ等でお知らせします。
※予約受付数は、7月27日㈫午前9時に拡大する予定です。

※ワクチンの種類によって接種対象者が異なります。接種日時点で上記年齢に達していない方は接種できません。
予約時に上記年齢に達していない方は、接種日までに誕生日を迎えている必要があります。
※予約受付数の拡大当初は、インターネット・コールセンターともにつながりにくい場合があります。時間をおいて改めてお手続きをお願いします。
※各接種会場の予約状況は区ＨＰでお知らせします。
※予約の空き状況について各会場へ問合せることはお控えください。

18・19歳の方の接種には、保護者の同伴が必要な場合があります
浅草寺病院では、18歳の方の接種の際に保護者の同伴が必要です。金杉区民館下谷分館、花川戸1丁目施設、谷中防災コミュニティ
センターでは、18・19歳の方の接種には保護者の同伴が必要な場合がありますので、下記相談専用ダイヤルにお問合せください。
また、診療所での接種の場合は、あらかじめ保護者同伴の有無を各診療所にお問合せください。

12～17歳の方の接種について
現在、国からのファイザー社製ワクチンの供給量が不足しているため、接種の詳細が決まり次第、区HP等でお知らせします。

接種証明書（ワクチンパスポート）の交付申請受付を開始します
証明書の交付は、当面の間、海外渡航をされる方に限定され、書面(紙)による交付となります。
※申請方法や必要書類等詳しくは、区HP（右記二次元コード）をご確認ください。
受付開始日 7月26日㈪

新型コロナウイルスワクチンに関する区の最新情報は、
右記二次元コードをご確認ください。
相談専用ダイヤル
●厚生労働省新型コロナワクチン コールセンター
新型コロナウイルスワクチン ●台東区コロナワクチン
（午前9時～午後6時、土・日曜日・祝日も対応）
（午前9時～午後9時、土・日曜日・祝日も対応）
に関する問合せ
TEL 03-6834-7410 ※予約は受付けておりません。 TEL 0120-761-770

発熱等の症状がある場合の
相談窓口

●台東区 発熱受診相談センター（月～金曜日 午前9時～午後5時）※祝日を除く ●東京都 発熱相談センター
TEL

FAX

03-3847-9402
03-3841-4325

（24時間）

※聴覚に障害のある方などからの相談

【区の世帯と人口（7月1日現在）】▷住民登録世帯数（前月比） 124,046世帯（+32世帯） ▷住民登録人口

TEL

03-5320-4592

203,843人（−57人）

（3） 令和3（2021）年 7月20日

さん

●プロフィール

落合知也

ろは、 分で１試合が終わって
しまうので、攻守の入れ替えや
体のぶつかり合いが激しいとこ
ろです。また、 点取れば、そ
こで試合が終わるので、スピー
ディーでスリリングな試合が展
開されます。
さん

●プロフィール

松山恭助

区の人から応援されるとうれ
しいです。
コロ ナ 禍 に お け る オ リ ン
ピックへの思い
１年延期されたことで、モチベ
ーションを維持するのが大変で
した。コロナ禍で選手は、非常
にデリケートな状況に置かれて

いますし、オリンピック開催に
・１９９６年生まれ
・出身地 東京都台東区（徳風 関してはいろいろな声があると
幼稚園・金竜小学校・駒形中 思います。そのような状況でも
自分は、オリンピックだからと
学校 卒）
いってあまり気負いすぎずに自
・身長／体重
／ ㎏
・出場種目 フェンシング男子 然体で、自分ができるベストを
尽くしたいです。
フルーレ
※フルーレは、フェンシングの
東京２０２０大会への思い
中でも胴体への突きのみが有
効な種目です。
また、「優先権」 この度男子フルーレオリンピ
があり、お互いが同時に有効 ック日本代表に内定した松山
面を攻撃したら、
「優先権」 恭助です。台東区の皆さんの
を持っている選手の得点にな 応援は常に僕にとって特別な
ものです。今回のオリンピッ
るという特徴があります。
クは僕にとって初めての大舞
台です。自分が出せる最大限
競技を始めたきっかけ
をだして、メダル獲得につな
がればいいなと思っています。
皆様からの熱い声援を待って
います。応援よろしくお願い
します。
兄と母にフェンシングクラブ
に連れて行ってもらったこと
がきっかけです。また、個人
競技の方がのびのびやれて良
いのではないかという母のす
すめもありました。フェンシ
ングをやっている兄の影響も
大きいです。

代表に内定した時の思い

●プロフィール

宮本リオン

さん

・１９８３年生まれ
・出身地 千葉県
／ ㎏
・身長／体重
・出場種目 パラアーチェリー
男子コンパウンド
※コンパウンド部門では、上下
の先端に滑車がついた弓を使
の的を
い、 ｍ先の直径
狙います。

70

野球のクラブチームでプレーし
ていた 歳の時に髄膜脳炎を発
症し、下半身に麻痺が残りまし
た。懸命にリハビリに励んでい
広報「た
た最中、 歳のときに、
いとう」で「アーチェリー初心
者スポーツ教室」の記事を見ま
した。家族や医者のすすめもあ
って、リハビリを兼ねて、参加
したことが始まりです。

競技を始めたきっかけ

48

・１９８７年生まれ
・出身地 東京都
・身長／体重
／ ㎏
・出場種目 ３ ３（スリーエ
ックススリー）男子
※ 人制バスケットボールの約
台東区でバスケットボール
半分のコートを使い、 人対
クリニックを開催していま
人でひとつのゴールに向か
すが、子供達に伝えたいこ
ってボールをリングに入れる
とは何ですか
ことを競う。
子供たちには、自分が「３ ３」
に出会って、人生が変わったこ
競技を始めたきっかけ
とや、プロに入ってからの怪我
小学校３年生から大学卒業まで、 （右膝前十字靭帯断裂）からの
５人制のバスケットボールをや
復活など、「アンダードッグ（下
ってきました。大学卒業時にい
剋上）
」
、何事もあきらめないで、
くつかプロチームから話があっ
常に挑戦心を持ってほしいとい
たのですが、その時はモチベー
うことを伝えていきたいです。
ションが下がっていて、一旦バ
クリニックを通して、夢を持つ
スケットボールから離れ、姉が
ようになったとか、何かのター
やっていた芸能（モデル・俳優） ニングポイントになってくれれ
を目指しました。そんな中、知
ばいいと思います。
人から台東区を本拠地とする３
東京２０２０大会への思い
人制のストリートバスケットボ
ールチーム「アンダードッグ」
に誘われました。そして２０１
２年に
（ 国際バスケ
ットボール連盟）
が主催する
「３
３」の世界大会に参加したこ
とが始まりです。
出場するからには、メダルを取
りたいです。結果を出すことに
よって、注目され、今後さらに、
「３ ３」の普及活動に力を入
れていきたいです。台東区の皆
さんの応援が日本チームの後押
しになります。東京２０２０大
会をきっかけに「３ ３」を好
きになってください！

アーチェリーを続けた理由

代表に内定した時の思い

複雑な心境でした。個人的には、
選考会はやりたくないですね。
同じように頑張っている仲間と
争うので。勝ったからといって
相手の気持ちを考えずに、喜ぶ
のは失礼かなと思う。コロナ禍
で１年延期になって、環境が整
わず、準備が出来ない選手もい
たので。簡単に喜べるような状
況ではなかったです。

延期となった１年間、どの
ように過ごしたか

射場が使えない期間もあったの
で、普段できなかった弓のセッ
ティングや体づくりのためのト
レーニングをやりました。その
成果もあって、２０２１年２月
に日本記録を更新（ 点／満点
点）することができました。

点出したいです。 点出した
ら上位に食い込めると思います。
しっかり準備して、どんな状況
でもベストを尽くせるように頑
張ります。

東京２０２０大会への思い

692

▽競技日程 パラアーチェリ
ー男子コンパウンド ８
月 日㈯・ 日㈫
▽会場 夢の島公園アーチェ
リー場

700

173

野球で、ずっとピッチャーだっ
たので、狙って投げるのが好き
なのかもしれないです。１番大
きい理由は、台東区アーチェリ
ー協会の皆さんが本当に良くし
てくれたことです。いろんな世
代の方がいて、話しをするだけ
でも、すごく楽しかった。協会
がなければ、今の僕はないです
ね。

31

180
c
m
75

内定発表前は緊張しましたが、
冷静でした。内定できなかっ
た選手のことを考えると、う
れしい瞬間・悔しい瞬間を一
緒に味わった身としては、一
緒に戦えず残念です。代表に
なり、これからステップアッ
▽競技日程 フェンシング男
プしていく中でさまざまな人
子フルーレ 個人７月
が応援してくれます。その中
日㈪、団体８月１日㈰
でも、地元の人・友人・母校
▽会場 幕張メッセ
は特別感がありますね。台東
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©JBA／FIBA 3 x 3ワールド
カップ2019より

▽競技日程 ３ ３バスケッ
トボール ７月 日㈯〜
日㈬
▽会場 青海アーバンスポー
ツパーク

28

x

24

「３ ３」の魅力と見どころ
「３ ３」の魅力は、５人制の
バスケットボールよりも「個」
がフォーカスされます。
「個」
の責任が増し、自分のプレーで
観客がリアクションするなど、
バスケットボールの新たな刺激
と、面白さがあります。見どこ
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台東区ゆかりの
オリンピック・パラリンピック選手を紹介します
区ゆかりのオリンピック・パラリンピック出場選手にインタビューを行いました。インタビューを行った選手は、落合知也選手（3x3男子）
、松山恭助
選手（フェンシング男子フルーレ）
、宮本リオン選手（パラアーチェリー男子コンパウンド）の3人です。応援をよろしくお願いします（競技日程順）
。

【たいとうパープルほっとダイヤル（予約不要）
】 パートナーとの関係で悩んでいませんか。DVは身体的暴力だけではありません。ひとりで悩まずにご相談く
ださい。 ▷日時 月～土曜日（第1・3・5月曜日〈祝休日の場合は翌日〉を除く）午前9時～午後5時〈相談専用電話 TEL 3847－3611〉
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新型コロナウイルス感染症の影響を受けた
国民健康保険・後期高齢者医療制度・介護保険の加入者へ
●保険料の減免制度 新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯の主たる生計維持者の収入が一定以上減少した世帯等は、申請により減免が受けられます。対象・要件等は下表をご
覧ください。
国民健康保険料

後期高齢者医療保険料

介護保険料

令和3年度分の保険料で、3年4月1日～4年3月31日の間に普通徴収の納期限（特別徴収の場合は特別徴収対象年金給付の支払日）が設定されてい
対象となる保険料 るもの
※2年度相当分の保険料の一部についても対象となる場合があります。
①新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者※1が死亡または重篤な傷病を負った世帯※2
②新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者※1の事業収入・不動産収入・山林収入または給与収入（以下「事業収入等」といい
ます）の減少が見込まれ、次のア～ウ（介護保険料はエ・オ）の全てに該当する世帯※2
世帯の主たる生計維持者について、
ア事業収入等のいずれかの減少額※3が前年※4の当該事業収入等の額の10分の3以上
イ前年※4の合計所得金額が1,000万円以下
ウ当該事業収入等に係る所得以外の前年※4所得の合計額が400万円以下

対象・要件

減免される額

全部または一部（条件によります）
台東区国保コールセンター（～7月30日㈮）
TEL （4216）0527
（土・日曜日・祝日を除く午前9時～午後5時)
国民健康保険課資格係（8月2日㈪～）
TEL （5246）1252

問合せ

世帯の主たる生計維持者について、
エ事業収入等のいずれかの減少額※3が前年※4
の当該事業収入等の額の10分の3以上
オ当該事業収入等に係る所得以外の前年※4所
得の合計額が400万円以下

国民健康保険課後期高齢者保険係
TEL （5246）1491

介護保険課資格・保険料担当
TEL （5246）1246・1242

※1、2…後期高齢者医療保険料・介護保険料は、※1を「その者の属する世帯の主たる生計維持者」、※2を「被保険者」と読み替えてください。
※3…保険金、損害賠償等により補填される場合は、その金額を控除します。
※4…前年とは、3年度分の保険料の場合は2年1月1日～12月31日までの1年間を指します。2年度相当分の保険料の場合は平成31年1月1日～令和元年12月31日までの1年間を指します。

●新型コロナウイルス感染症にかかる傷病手当金
対象 国民健康保険・後期高齢者医療制度の加入者で、新型コロナウイルス感染症に感染、または発熱などの症状があり感染が疑われ、療養のために就労できなかった方※給与などの

支払いを受けている方に限ります。

支給対象となる日数 就労できなかった期間のうち、初めの3日間を除いた4日目以降の就労を予定していた日数

給与収入の合計額÷就労日数×3分の2×支給対象となる日数
問合せ 国民健康保険課給付係 TEL （5246）1253

適用期間 2年1月1日～3年9月30日（ただし、入院が継続する場合は最長1年6か月まで）

後期高齢者医療「広域連合お問合せセンター」 TEL 0570－086519

時間 午後1時30分～2時15
分、午後3時～3時45分 場所 ①生涯学習セ

ンター5階504研修室 ②台東区民会館8階
第5会議室 ③東上野区民館4階401集会室
◆ 以降、上記記事の共通項目 ◆
申込み 台東区産業振興事業団
TEL （5829）4125
問合せ 産業振興課
TEL （5246）1142

谷中区民館

9月10日～11月12日の金曜日

午前10時～11時30分頃

3人

浅草橋区民館

9月9日～11月18日の木曜日

午前10時～11時30分頃

4人

寿区 民館

9月9日～11月18日の木曜日

午前10時～11時30分頃

5人

雷門区民館

9月7日～11月9日の火曜日

午後2時～3時30分頃

3人
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▽問合せ 〒
８６１５ 台東
区役所介護予防・地域支援課

・

65

65

ＴＥＬ
（５２４６）１２９５

2人目以降
38万円加算
1人につき
※世帯状況等に応じて各種控除が
受けられる場合あり

31

歳以上の方の心身障害
者医療証（ 医療証）の
新規申請は８月 日㈫ま
でです

398万4千円

２級 （ 内 部 機 能 障 害 は ３ 級 ま

360万4千円

1人

で）か愛の手帳１ ２度または
精神障害者保健福祉手帳１級に
なった
③２年９月１日以降、生活保護を
受けなくなったか、施設を退所
し台東区に戻った、または都外
から台東区に転入した
④国民健康保険や社会保険に加入
しているか、３年度の住民税が
非課税で後期高齢者医療制度に
加入している
▽所得限度額

▽必要な物 身体障害者手帳か愛
の手帳または精神障害者保健福

祉手帳・健康保険証
※３年１月１日に区外在住の方は、
所得額の記載のある２年度と３
年度の住民税課税（非課税）証
明書
▽申込み・問合せ 障害福祉課
（区役所２階⑩番）
ＴＥＬ
（５２４６）１２０１
台東保健所保健予防課
ＴＥＬ
（３８４７）９４０５

０人

65

65

にり患している方は申請できます。 ▽申込締切日 ８月５日㈭（必着）
▽問合せ 障害福祉課

3人

ＴＥＬ
（５２４６）１２０１

5人

午後2時～3時30分頃

福祉

午前10時～11時30分頃

（高齢・障害等）

9月8日～11月17日の水曜日
9月10日～11月12日の金曜日

高齢者はつらつトレーニ
ング

上野区民館

所得限度額

▽対象 現在 医療証をお持ちで
ない、次の全てに該当する方

定員（抽選）

金杉区民館

扶養人数

トレーニングマシンを使用した
運動教室です。簡単な体操やスト

時間

レッチも行います。

日程※祝祭日を除く

65

都疾病）の対象者で、 歳未満の
方は、小児慢性特定疾病医療費助

③8月3日㈫

成制度の対象者で、手当の対象疾
病にり患している方は申請できま
す。

します。 日程 ①7月27日㈫ ②29日㈭

【正】
難病医療費助成制度（国および
都疾病）の対象者で、 歳未満の
方、小児慢性特定疾病医療費助成

導入を検討される事業者向けに説明会を開催

おわびと訂正

す。これにあわせて、キャッシュレス決済の

①８月 日現在 歳以上
② 歳未満で身体障害者手帳１・

▽対象 区内在住の 歳以上の方
で、要介護認定を受けていない

方（心疾患・高血圧等の症状の
ある方は主治医要相談）
▽定員 表のとおり（抽選）
▽費用
円（保険料・初回のみ）
▽申込方法 はがきに高齢者はつ
らつトレーニング希望の旨と、
希望する場所（第三希望まで記
ふりがな
入可）
・住所・氏名・年齢・電
話番号を書いて下記問合せ先へ

65

場所

パ－セントをポイント還元する事業を行いま

制度の対象者で、手当の対象疾病

新型コロナウイルス感染症に関する寄附・寄贈
寄附・寄贈者（敬称略）
寄附・寄贈の内容
㈱三洋
プラスチックガウン120着
朝日信用金庫
マスクケース1,700枚
東京浅草ロータリークラブ 不織布マスク100,000枚
原田産業㈱
マスク28,800枚
美花火商事㈱
アルコールジェル3,631.5リットル
コンビウィズ㈱
おむつ替えシート・ホルダーセット11セット
マスク（子供用）155枚、ポリエチレン手袋（子供用）
カネソン㈱
330枚、育児グッズ31種類
フェイスシールド11,500枚、フレーム810本、フェイ
福榮産業㈱
スシールド（一体型）200枚
㈱ファーストリテイリング マスク（3枚組）
㈱華進興業
アルコールジェル500リットル
トータルディスプレイ㈱
フェイスシールド276個、簡易フェイスシールド962枚

9月1日㈬～30日㈭に区内の対象店舗で
「PayPay」で決済して買い物をすると、20

広報たいとう７月５日号４面に
掲載の「難病患者福祉手当をご存

新型コロナウイルス感染症への対応に関して、区民や事業者等の皆さまから区へ寄附・寄贈
をいただきました。ご厚意に深く感謝いたします。これらの寄附は保健所、医療・介護施
設、学校・保育園等で有効に活用させていただきます。
※6月22日現在、公表のご了承をいただいている方のみ掲載しております。
※その他、多くの方よりご支援をいただいております。

キャッシュレス決済ポイント
還元事業の事業者向け
説明会を開催します

じですか」の文中に誤りがありま
した。おわびして訂正します。
【誤】
難病医療費助成制度（国および

新型コロナウイルス感染防止を目的として、
区に寄附をいただきました

300

支給額 直近の継続した3か月の

−

110

【広報「たいとう」掲載の各課等の電話番号について】携帯電話・スマートフォンなどでおかけになる際は、頭に〈03〉をつけてダイヤルしてください。

パソコンで区内介護サー
ビス事業者の求人情報が
見られます

区ＨＰの「健康・福祉」から「高
齢・介護」の「事業者情報（区民
の方へ）
」に「介護サービス事業者
の求人情報」を掲載しています。
※仕事内容・採用等詳しくは、各
事業者にお問合せください。
▽問合せ 介護保険課
ＴＥＬ
（５２４６）１２４３

円
・難病患者福祉手当（区制度）
▽対象 申請時に 歳未満で、東
京都の難病医療費助成を受けて
いる方、または小児慢性特定疾
病医療費助成を受けている方で、
手当の対象疾病にり患している
方（施設に入所中の方、心身障
害者福祉手当・児童育成手当
〈障害手当〉を受給中の方は除く）

◆以降、上記記事の共通項目◆
▽所得限度額

振込み）
▽申請方法 郵送申請（要事前連
絡）または、印鑑・被爆者健康
手帳・本人名義の預貯金通帳を
左記問合せ先へ持参
※代理の方が申請する場合は、右
記のほか、代理人の本人確認書
類・印鑑が必要です。
※昨年受給した方は申請不要です。
▽申請期間 ８月２日㈪～ 日㈫
※土・日曜日・祝休日を除く

負担軽減として助成します。

▽対象資格 看護師（准看護師を
含む）
・精神保健福祉士・理学
療法士・作業療法士・保健師・
助産師・言語聴覚士・視能訓練

士・義肢装具士・臨床工学技士
・臨床検査技師・診療放射線技

師・歯科技工士・歯科衛生士・
柔道整復師・あん摩マッサージ
指圧師・はり師・きゅう師・介
護福祉士・社会福祉士・保育士

▽支給額 住民税課税世帯は２万
５千円、非課税世帯は５万円
●自立支援教育訓練給付金
適職に就くために必要であると

認められる、区が指定した教育訓

練講座の受講料等の一部を給付し
ます。
▽対象講座 ①雇用保険制度の一
般教育訓練給付・特定一般教育
訓練給付の指定教育訓練講座

②雇用保険制度の専門実践教育
訓練給付の指定教育訓練講座

▽支給時期 対象講座修了時

▽支給額 受講費用の パーセン
ト（４千円～ 万円）
②合格時給付金

▽支給時期 高卒認定試験の全科
目合格時
▽支給額 受講費用の パーセン
ト（①との合計で最大 万円）
▽問合せ 子育て・若者支援課

（区役所６階⑥番）
ＴＥＬ
（５２４６）１２３２

子育て心理相談（予約制）

24

・理容師・美容師・栄養士・調
理師・製菓衛生師・一級建築士

台東保健所

▽問合せ 福祉課（区役所３階⑤
番）
ＴＥＬ
（５２４６）１１７２

40

60

30

8月24日㈫
午前9時30分～11時10分
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▽支給額 １万５千 円
・特別障害者手当（国制度）
歳以上で精神か身体に
▽対象
重度の障害があり、日常生活で

20

18

浅草保健相談センター

30

8月18日㈬
午前9時30分～11時10分

11

浅草保健相談センター TEL （3844）8172
台東保健所保健サービス課 TEL （3847）9497

申込み・問合せ

場所

日時

30

●とことこ育児相談（対象は１歳６か月以上の子供）

子育て・教育

台東保健所

ひ とり 親 家 庭 の 就 業 や 学
び直しを支援します

8月18日㈬
午前9時30分～11時10分

628万7千円
653万6千円

21万3千円加算

▽問合せ 障害福祉課（区役所２
階⑩番）
ＴＥＬ
（５２４６）１２０１

浅草保健相談センター

お知らせ

8月17日㈫
午前9時30分～11時10分

20 60

8月6日㈮午前10時～11時 寿子ども家庭支援センター

扶養義務者所得

原 爆 に 被 爆 され た 方 に 見
舞金を支給します

8月5日㈭午前10時～11時 日本堤子ども家庭支援センター

80

日本堤子ども家庭支援センター
8月3日㈫午前10時～11時
谷中分室

20

場所

日時

「子供や家族のことでイライラ
してしまう」
「自分に、子育てに
自信がもてない」
「出産後、気分
が落ち込みがち」などの相談に、
専門カウンセラーが応じます。
▽日程 ①８月 日㈬ ② 日㈫
▽時間 午前９時 分～ 時（１
人 分程度）
▽対象 区内在住で、就学前の子
供を育てている方
▽場所・申込み・問合せ
①浅草保健相談センター
ＴＥＬ
（３８４４）８１７２
②台東保健所保健サービス課
ＴＥＬ
（３８４７）９４９７

8月18日㈬午前10時～11時 台東子ども家庭支援センター

▽支給額 受講費用の パーセン
ト（①１万２千円～ 万円 ②
１万２千円～ 万円〈年間上限
万円 ・ 最大４年間〉
）
●自立支援プログラム策定
専門の相談員がプログラムを策
定し、ハローワーク等関係機関と
連携して自立・就労を支援します。
●高等学校卒業程度認定取得支援
給付金
ひとり親家庭の学び直しを支援
するため、受講費用の一部を支給
。
します（ 歳未満の子供も対象）
▽対象講座 民間事業者等が実施
する高等学校卒業程度認定試験
の対策講座（通信制も含む）
①受講修了時給付金

●育児相談（対象は1歳5か月までの子供）

・二級建築士・木造建築士
▽３年度のみ追加資格
社会保険労務士・シスコシステ
ムズ認定資格・ＬＰＩ認定資格
ほか
※現在修学中の方もお問合せくだ
さい。
①訓練促進給付金
▽支給期間 修学全期間（上限４
年）
▽支給額 住民税課税世帯は月額
７万 円（修学期間の最後の１
、非課
年間のみ月額 万 円）
税世帯は月額 万円（修学期間
が１年未満の場合は月額 万円）
②修了支援給付金

台東保健所

500

●1～3か月児の育児相談

15 11

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、個別相談のみ
実施しています。母子手帳をお持ちください。また体調
不良の際は、ご利用を控えてください。詳しくは、区ＨＰ
をご確認ください。

31

心身障害者福祉手当・
20歳以上の方の難病
患者福祉手当は本人
のみの所得で判断
0人
360万4千円
心身障害者
1人
398万4千円
福祉 手当、
難病患者福 2人目以降
38万円加算
祉手当
1人につき
手当名
扶養人数
本人所得
（国制度）
0人
360万4千円
特別障害者
1人
398万4千円
手 当、障 害
児福祉手当 2人目以降 38万円加算
1人につき

区では、平成20年に台東区耐震改修促進計画
を策定し、平成28年3月に改定を行い、2年度末
までを計画期間として、住宅・建築物の耐震化に
取り組んできました。
引き続き、住宅・建築物の耐震化を計画的かつ
総合的に促進し、災害に強い台東区を実現するた
め、計画の改定を行いました。
▷計画期間 3～8年度
▷計画構成 第1章「台東区耐震改修促進計画に
ついて」 第2章「耐震化の現状と課題」 第3章
「耐震化の目標と基本的な取組み方針」 第４章
「耐震化の促進を図るための施策」
▷パブリックコメントの実施結果
3月15日～4月5日に実施し、3
人の方から3件のご意見をいた
だきました。
▷問合せ 建築課
TEL （5246）1335

500

育児相談（予約制）

本人所得および扶養義務者所得
扶養人数

台東区耐震改修促進計画（3～8年度）

対象は、ひとり親家庭の父・母
で、児童扶養手当の支給を受けて
いるか、受けている方と同等の所
得水準の方です。
※いずれも要事前相談
●高等職業訓練促進給付金
経済的自立に効果的な資格を取
得するため、６か月以上養成機関
等で修学し、就業（育児）と修学
の両立が困難な場合に、生活費の

8月18日㈬
午後1時30分～3時10分

65

手当名
（区制度）

▽対象 被爆者健康手帳をお持ち
で８月１日現在区内在住の方
▽支給額 １万円（預貯金口座に

浅草保健相談センター

500

500

常時特別の介護を必要とする状
態（両上肢・両下肢・体幹・内
部機能および日常生活能力に著
しい障害がある）にある方（施
設に入所中の方、病院等に３か
月を超えて入院している方は除
く）
▽支給額 ２万７千 円
・障害児福祉手当（国制度）
歳未満で精神か身体に
▽対象
障害があり、日常生活で常時の
介護を必要とする状態
（両上肢・
両下肢・体幹・内部機能および
日常生活能力に著しい障害があ
る）にある方（施設に入所中の
方、障害を支給理由とする公的
年金を受けている方は除く）
▽支給額 １万４千 円

▲表彰式の様子

20

8月17日㈫
午後1時30分～3時10分

20

台東区景観まちづくり賞は、台東区らしい景観に貢献
している建築物や活動を表彰し、景観に対する意識を高
めるまちづくりにつなげていくことを目的としていま
す。審査の結果、
建築部門2件、
リノベーション部門2件、
活動部門2件が選ばれました。
●景観まちづくり賞受賞建築物・活動パネル写真展示会
▷日程 ①8月2日㈪～11日㈬ ②9月1日㈬～10日㈮
▷場所 ①区役所1階ロビー ②生涯学習センター1階
アトリウム
▷問合せ 建築課 TEL （5246）1343

350

880

心身障害者福祉手当等受
給中の方へ
―所得額による受給の見
直しをします―

第4回景観まちづくり賞の
表彰式を行いました

14

場所

日時

750

２年中所得（３年度課税標準額）
により、受給対象者を見直します。
以前に所得超過のため資格喪失と
なり、今回該当する方は、８月中
に申請してください（国制度は申
請不要）
。
・心身障害者福祉手当（区制度）
▽対象 申請時 歳以上 歳未満
で、身体障害者手帳１～３級、
愛の手帳１～４度、脳性マヒ、
進行性筋萎縮症のいずれかに該
当する方（施設に入所中の方、
難病患者福祉手当を受給中の方
は除く）
▽支給額 １万５千 円か７千

（5） 令和3（2021）年 7月20日

20

20

第 1281 号
広報

【電子申請】窓口や郵送で行っていた申請等がインターネットに接続したパソコンからできる「電子申請」サービスをご利用ください。〈台東区情報システム課
TEL 5246－1031〉
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●区主催事業については、台東区新型コロナウイルス感染症拡大防止ガイドラインに沿って、実施しています。
●掲載のイベント等については、新型コロナウイルス感染症の影響により中止・延期となる場合があります。
●区有施設等の利用時には、咳エチケットの徹底やマスクの着用等、ご協力をお願いします。
区主催イベントの実施状況については、
右記二次元コードよりご確認ください。

催 し も の など

化会館小ホール（台東区上野公園5－45）

水・木曜日 時間 午後7時～9時 対象 区

※上記の情報は7月1日現在の内容です。

対象 区内在住か在勤（学）の方優先

内在住か在勤（学）の高校生以上の方

詳しくは、下記へお問合せください。

定員 30人（先着順） 持ち物 運動着、シュ

問合せ 環境ふれあい館ひまわりリサイク
ルショップ TEL （3866）8361

定員 100人
（抽選） 講師 Ana Tostoes氏

（DOCOMOMO International代表）
、
林美佐氏（ギャルリータイセイ）

平和に関するパネル展

司会 山名善之氏（東京理科大学教授）

ふりがな

申込方法 往復はがきに催し名・住所・氏名

・電話番号を書いて下記問合せ先へ郵送
か、下記二次元コードから申込み

▲「防空演習」 所蔵：台東区立下町風俗資料館

平和の尊さを後世に伝えるため、写真など
のパネル展を行います。

期間 8月12日

場所 区役所１階ロビー

問合せ 総務課

29日㈰午後1時～2時15分

で

刻

台東区役所都市交流課

午後4時30分（入館は4時

る） 作品規格 絵画は100号Fサイズ以内、

TEL （5246）1193

まで） 入館料 一般500円、

彫刻は高さ60×横幅40×奥行40センチ

小中高生250円※入館時は

メートル以内

靴を脱ぎ靴下着用

時～午後0時30分※出品の事前申込不要、

休館日 月・木曜日（祝休日の場合は翌日）

作品を搬入日に直接会場へ持参

場所・問合せ 朝倉彫塑館

搬出日時 9月15日㈬午後3時～3時30分

TEL （3821）4549

出品要項 生涯学習センター、区民事務所・

日時 日・火・水

時間 午前9時30分～

夏！ボランティア体験2021
保育園の園児が遊ぶおもちゃを作ったり、
高齢者施設や障害者施設等に飾る作品をつ

初心者のためのスポーツ教室
「ソフトテニス」

くる4つのプログラムを用意しています。

期間（全6回） 8月25日㈬～9月9日㈭の

出店自治体

8月3日㈫まで

北海道鹿追町×
新得町・清水町・芽室町

8月5日㈭～10日㈫

香川県

8月12日㈭～17日㈫

鹿児島県鹿児島市

8月19日㈭～24日㈫

北海道当別町

8月26日㈭～31日㈫

秋田県秋田市

箏アンサンブル

日時

対象（保護者同伴）

費用 7,000円（保険・利用料含む） 時間 C

TEL （3847）7065

クラス（4か月～1歳未満）は午前9時40
分～10時20分、Bクラス（1～2歳未満）
は9時55分～10時40分、Aクラス（2～
3歳）は10時10分～10時55分

●リサイクル活動室出前講座「アクリル毛

対象 区
内在住か在勤の親子 定員 各6組（子供1

糸で指編みたわしづくり」 日時 8月30日

人に保護者1人・抽選） 講師 野村不動産

㈪午後2時～4時

ライフ＆スポーツ㈱

場所 上野区民館
定員 7人（先着順）

TEL （3866）8050

●リサイクル情報交換コーナー 環境ふれ
あい館ひまわりの３階リサイクル情報交換

定員

8月28日㈯
午前11時～11時45分

申込締切日時 8月

区民体育祭

ずります」｢ゆずってください｣ の情報を

日の日曜日

日程 8月29日～9月12

パネルに掲示しています。ご利用ください。

対象 区内在住か在勤（学）
の方 費用 （1組）中学生100円、高校生

ゆずります 小型冷蔵庫、
風呂用補助いす、

600円、一般1,000円

ひな人形七段飾り ほか

22日㈰午後5時※申込方法等詳しくは、

ゆずってください 洗濯機、自転車20イ

区HPをご確認ください。

ンチ、ベータビデオデッキ ほか

ツ振興課 TEL （5246）5853

申込締切日時 8月
問合せ スポー

オンラインスポーツ教室
申込開始日

場所・申込み・問合せ

寿子ども家庭支援センター
区内在住の6か月までの
7組
7月27日
「のびのびひろば」
子供
(先着順)
㈫
TEL （3841）4631
区内在住の0～3歳の子供

申込方法 清島温水

12日㈭午後9時 場所・問合せ 清島温水
プール TEL （3842）5353

●ソフトテニス

8月13日㈮
台東子ども家庭支援セン
産後ママのための骨盤
区内在住の8か月までの 各8組 7月27日
午前10時30分～11時15分
ター「わくわくひろば」
メンテナンスヨガ
子供
（先着順)
㈫
TEL （3834）4577
11時30分～午後0時15分

パパの日Saturday

プールHPから申込み

コーナーでは、家具･電化製品などの「ゆ

日本堤子ども家庭支援セン
8月27日㈮
区内在住の3歳までの子 15組 7月27日
ター「にこにこひろば」
午前10時45分～11時30分 供
(先着順)
㈫
TEL （5824）2535

ヨガでゆったりリラッ 8月31日㈫
クスタイム
午後2時15分～3時

清島温水プール 水泳教室

申込み・問合せ 台東区社会福祉協議会

子ども家庭支援センターの催し
催し名

TEL （5246）5815

日程（全6回） 9月3日～21日の火・金曜日

費用 100円（材料費、夏休み小学生無料）

ふるさと交流ショップ TEL （3874）8827
都市交流課 TEL （5246）1016

社会教育館で配布 問合せ 生涯学習課

保護者のための水泳教室です。

申込み・問合せ 環境ふれあい館ひまわり

日程

同分室、地区センター、社会教育センター、

※場所、定員等詳しくは、下記問合せ先へ

対象 小学3年生以上

●出店自治体スケジュール

搬入日時 9月6日㈪午前10

●第4期 ベビースイミング 赤ちゃんと

リサイクル

●ふるさと交流ショップ 台東とは 全国各地の自治体が1週間単位で入れ替わり、
各地の魅力を発信する新しい形のアンテナショップです。毎週新鮮で珍しい特産品が
そろい、
懐かしいふるさとの魅力に出会えます。 営業時間 午前10時～午後7時（水
曜日定休） 場所 台東区浅草4－36－5（千束通商店街内）
※新型コロナウイルス感染拡大状況により、出店の中止または営業時間が変更になる
場合があります。マイバッグの持参にご協力をお願いします。

出品点数 1人1点（未発表の作品に限

期間 8月31日㈫まで

ご確認ください。

「ふるさと交流ショップ 台東」
7～8月出店自治体をご紹介します！

問合せ

対象 区内在住

出品種目 日本画・水墨画・洋画・版画・彫

TEL （3824）1988

場所 東京文

リバーサイドギャラリー

仕事1」 期間 9月5日㈰ま

場所・問合せ 旧東京音楽学校奏楽堂

外の専門家も招いて学びます。 日時 8月

場所 隅田公園

問合せ 〒110－8615

入館料 一般300円、小中高校生100円

美術館の魅力を、建築と絵画の両面から海

日程 9月10日㈮～15日㈬

DＯＣＯＭＯＭＯJapan

場合公開) 午前9時30分～午後4時30分

世界文化遺産登録5周年目となる国立西洋

朝倉彫塑館から

第44回台東区美術展作品募集

か在勤（学）の高校生以上の方

期間 8月1日㈰～12日㈭

国立西洋美術館世界文化遺産登
録5周年記念講演会
「みんなのル・コルビュジエ」

場所・申込み・問合せ 台東リバーサイドス
ポーツセンター TEL （3872）3181

●特集「朝倉文夫の意外な

曜日（木・金・土曜日はホール使用のない

TEL （5246）1052

申込締切日 8月9日㉁

申込締切日 8月17日㈫
（必着） 主催（一社）

企画展
「戦時下の東京音楽学校生たち」

㈭～19日㈭（最終日は午後４時まで)

ーズ

日本堤子ども家庭支援セン
5組
7月27日
ター谷中分室「ぽかぽかひ
(先着順)
㈫
ろば」 TEL （3824）5532

日程 8月9日㉁

内容・時間 ①簡単にでき

る下半身ストレッチ・正午～午後１時 ②
短時間でできる全身ストレッチ・午後2時
～3時 定員 各20人（抽選）
申込方法 電子申請
申込締切日 8月2日㈪
問合せ スポーツ振興課
TEL （5246）5853

図書館のこども室から
●中央図書館浅草橋分室 おはなし工作会

【はがきでの申込みについて】●台東区役所と生涯学習センターのみ、
郵便番号を記載すれば住所を省略できます。台東区役所は「〒110－8615」
、
生涯学習センター
（中央図書館ほか）は「〒111－8621」です。
（例）〒110－8615 台東区役所○○課 ●往復はがきでの申込みは返信表面に住所・氏名を書いてください。

広報
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日時 8月17日㈫午前11時（10時45分受

事業団HPから申込可）※オンラインによ

講座（産業研修センター実施）を受講した

付） 場所 浅草橋区民館 対象 5歳～小学

る実施の場合あり

方を対象にした実践的なCAD操作講座で

時間 午後6時～8時30分

生の子供と保護者※未就学児保護者同伴

興事業団 TEL （5829）4124

す。

在勤（学）で全日程受講可能な方 定員 4

●日曜おはなし会 手遊びなどをはさみな

FAX （5829）4127

講師 渡辺豊氏

がらの絵本の読み聞かせです。 日時 8月

Eメール kigyo@taito-sangyo.jp

●第5回CAD入門講座 「Root Prｏ CA

申込方法 往復はがきに講座名・住所・氏名

D」ソフトを使って、靴、かばん、帽子等の

・年代・電話番号、在勤（学）の方は勤務

設計を効率的に行うための入門講座です。

先（学校）名・所在地を書いて下記問合せ

日程（全2回）9月14日㈫・15日㈬

先へ

講師 清水直人氏

東区橋場1－36－2 産業研修センター

22日㈰午前10時30分

場所 生涯学習セ

ンター 対象 3歳以上の子供と保護者※マ
スク着用 受付開始日時 8月5日㈭午前9時
●ノーテレビデーおはなし会

問合せ 台東区産業振

「協働事業提案制度」
公開プレゼンテーション

日時 8月
23日㈪午前11時 場所 生涯学習センター

地域活動団体等から協働事業の提案を募集

対象 0～3歳の子供と保護者

実施します。見学希望の方は下記問合せ先

受付開始日時 8月6日㈮午前9時

へお申込みください。

◆ 以降、上記記事の共通項目 ◆
定員 6組（1組3人まで） 申込み・問合せ
中央図書館 TEL （5246）5911

●読書でビンゴ！ ビンゴカードに書かれ
たテーマの本を読んで、３列のビンゴを完
成させると景品を差し上げます。 期間 8
月2日㈪～31日㈫ 対象 小学生以下の方

し、提案団体によるプレゼンテーションを

午後1時30分

空き家の維持管理や利活用など
でお困りの方へ「総合相談会」
日時 8月17日㈫午後1時～4時（受付は3

TEL （3876）2101

時まで） 場所 区役所9階会議室

講座「ネット情報とジェンダー、
どう見る？どう付き合う？～自
分を守るために～」
日時 9月4日㈯午前10時～正午

場所 生涯

相談員 宅地建物取引士・建築士、弁護士

または司法書士

申込み・問合せ 住宅課

TEL （5246）1468

産業研修センターから
●第2回CADステップアップ講座 入門

学習センター 定員 20人（先着順）
講師 渡辺真由子氏（メディア学者、ジャー

ナリスト、性情報リテラシー教育協会会長）
申込方法 電話か直接下記問合せ先へ※託児

あり（1歳以上の未就学児）
、希望の方は子
供の氏名・年齢を下記問合せ先へ
託児の申込締切日 8月27日㈮
申込開始日 7月26日㈪
問合せ 男女平等推進プラザ（生涯学習セ

ンター4階）
TEL （5246）5816

若手経営者サポートセミナー
（前期）
日程（全5回）9月8日・22日、10月6日・

20日、11月10日の水曜日 時間 午後7時
～9時 場所 台東区中小企業振興センター
対象 企業の後継者や、事業を始めたばかり

の新人経営者等 定員 15人（先着順）
講師 中小企業診断士等

先）※予約に空きがあれば当日受付可

費用 5,000円（5

回分） 申込方法 申請書（産業振興事業団
HPからダウンロード可）に記入し、ファッ
クスかメールで右記問合せ先へ（産業振興

都営住宅入居者募集
（東京都公募）
▷募集住宅 家族向（ポイント方式）
、
単身者向・シルバーピア※申込み
できる世帯が限定されています。
詳しくは下記へお問合せください。
▷申込書配布期間 8月2日㈪～11日
㈬（閉庁日を除く）
▷申込書配布場所 区役所１階戸籍住
民サービス課・同5階⑩番住宅課、
区民事務所・同分室、地区センター
※東京都住宅供給公社HPからダウン
ロード可
▷申込み・問合せ 東京都住宅供給公
社都営住宅募集センター
TEL （3498）8894
▷問合せ テレホンサービス
TEL （6418）5571
台東区住宅課
TEL （5246）1367

人（抽選） 費用 3,000円（2回分）

ふりがな

場所・問合せ 〒111－0023

TEL （3872）6780

パソコンやスマートフォン・携帯電話などのメールアドレスを登
録することで、区の情報をメールで受け取ることができます。
登録方法 パソコンかスマートフォン・携帯電話（右記二次元コ

ード）から、メールアドレスを登録（区HPからも登録可）
※登録は無料、通信費は利用者の負担
問合せ 広報課 TEL （5246）1021

種類

対象 区内に空き家を所有している方
定員 3組（1組60分程度・先着順・予約優

申込締切日 8月25日㈬

対象 区内在住か

「たいとうメールマガジン」を
配信しています

会 定員 10人（先着順）
TEL （5246）1126（区HPから申込可）

申込締切日 8月17日㈫
（必着）

（必着）

場所 台東区社会福祉協議

場所・問合せ 根岸図書館

講 座・相 談 会 など

日程（全2回）9月7日㈫・8日㈬

日時 8月31日㈫

申込み・問合せ 区民課

◆ 以降、左記記事の共通項目 ◆

主な配信情報

たいとう安全・
区内の犯罪発生情報、警察からのニュース
安心電子飛脚便
たいとう子育て
育児相談、予防接種、子ども家庭支援センターの行事
メールマガジン
たいとう食の安 食中毒発生状況、食中毒予防、食品衛生最新情報、講習会等の
全通信
案内
たいとう催し物 区内で開催されるイベントやお祭り、区主催の事業などの催し
情報
物
たいとう区議会
会議日程、質問予定議員と通告内容、議決結果
メールマガジン
はばたき21メー 男女平等に関する講座募集の案内、男女平等推進フォーラムの
ルマガジン
案内、相談事業の案内
消費生活情報メ 悪質商法など相談の多い消費者トラブルの注意情報、消費生活
ールマガジン 関連の講座やイベントの案内
たいとう環境メ 区が主催する環境関連イベント、環境関連事業の案内、エコラ
ールマガジン イフ情報
たいとうヘルス
各種健診・検診の案内、健康に関する相談、健康に役立つ情報
ケアニュース
高齢者見守りメ 高齢者等が行方不明になった際の捜索協力依頼情報、高齢者の
ールマガジン 見守りや認知症に関するイベントの案内
たいとうライブ
区立図書館のイベント、特集、休館日のお知らせ
ラリーニュース
たいとうマンシ マンションに関するセミナー、相談会、各種支援制度などの案
ョン通信
内
区政のお知らせ
区政全般に関するお知らせ（8月より新たに配信開始予定）
メールマガジン

後期高齢者医療からのお知らせ
●新しい保険証を送付しました

しい限度証を発送します（更新手続き不要）
。 対象 所得区分が（表2）の現役並み所

前年度からの所得の増減により、8月1日㈰から保険証の自己負担割合（表1）が変
わる方を対象に、新しい保険証（カード型）を7月中旬より簡易書留郵便で順次発送し
ました。新しい保険証が届いた方は8月1日㈰以降に古い保険証をご返却ください。保
険証の割合の変更がない方は、現在お持ちの保険証（4年7月31日有効期限）を引き続
き、使うことができます。

（表1）医療費の自己負担割合の判定基準
自己負担割合

令和3年度住民税課税所得
（2年1月〜12月の所得で算出）

3割

同じ世帯の後期高齢者医療被保険者の中に145万円以上の方がいる場合

1割

同じ世帯の後期高齢者医療被保険者全員がいずれも145万円未満の場合

得ⅡまたはⅠの方で過去に1度でも限度証の交付を受けたことがある方
※新規の申請は、下記問合せ先で随時受付けます。
（表2）医療費の負担割合と1か月の自己負担限度額【月額】
自己負担
割合

に新しい減額認定証を発送します
（更新手続き不要）
。 対象 世帯全員が住民税非課税で、
過去に1度でも減額認定証の交付を受けたことがある方
※新規の申請は、右記問合せ先で随時受付けます。
●「後期高齢者医療限度額適用認定証」を送付します
現在、交付している限度証の有効期限は7月31日㈯です。対象の方には7月下旬に新

1か月の自己負担限度額
外来（個人ごと）

外来＋入院（世帯ごと）

現役並み所得Ⅲ
252,600円+（10割分の医療費−842,000円）×1%
（課税所得690万円以上）
3割

現役並み所得Ⅱ
167,400円+（10割分の医療費−558,000円）×1%
（課税所得380万円以上）
現役並み所得Ⅰ
80,100円+（10割分の医療費−267,000円）×1%
（課税所得145万円以上）

●「後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証」を送付します
現在、交付している減額認定証の有効期限は7月31日㈯です。対象の方には7月下旬

所得区分

一般
1割

区分Ⅱ
区分Ⅰ

18,000円
8,000円

57,600円
24,600円
15,000円

※新型コロナウイルスの影響により、郵便物の配達が遅延する場合があります。
申請・問合せ 国民健康保険課後期高齢者医療係（区役所2階⑮番）
TEL （5246）1254

広報「たいとう」の記事で、費用の記載の無いものは「無料」です。
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台東区ヴァーチャル美術館

▷問合せ 広報課CATV担当 TEL （5246）1041

「台東区ヴァーチャル美術
館」は、区が所蔵する「台
東区長賞」
・
「台東区長奨励
賞」受賞作品や東京藝術大
学大学院の修了制作の一部
として制作された「敦煌莫
高窟壁画」の模写作品、書
道博物館の所蔵品などを紹
介するウェブサイトです。
作品の画像や作者の紹介な
どを掲載しています。
※下記二次元コードからご
覧ください。
問合せ 文化振興課
TEL （5246）1153

8月1～7日
8月15～21日
Ａ ●歌で辿るTOKYO1964to2020（20分） B
●こんにちは区長です（5分）
●ニュースたいとう（15分） 午前9時5分 ●アスリートから学ぶLet's EnjoyスポーツDX
①台東かわらばん～区の行事や地域活動
C
（14分）
②お知らせ～区が行う催事予定や官公庁からのお知らせ ●旧作品 自転車ルール・マナーの普及啓発に
●台東区長賞受賞者ギャラリートークPart①（6分） B ついて（6分）
午前9時54分
●旧作品 隅田川花火大会の歴史を振り返る 8月22～28日
（14分）
午前9時26分 ●区立中学校選択制度（20分）
B
●旧作品 グローカルシネマ大作戦 世界90か ●花の心プロジェクト（6分）
C
国の人が住む 僕たちのまち台東区（20分） C
●（仮）台東区からエールを！ 2020+1 パラ
8月8日～9月4日
アーチェリー 男子コンパウンド 宮本リオン選
Ａ
●ニュースたいとう（20分）
手（14分）
午前9時46分
①台東かわらばん～区の行事や地域活動
8月29日～9月4日
②お知らせ～区が行う催事予定や官公庁からのお知らせ
●国立西洋美術館世界文化遺産登録５周年記
8月8～14日
B
●下町風俗資料館 企画展「スポーツを楽しむ 念式典（6分）
昭和30年代の出来事とともに」（14分） B ●旧作品 見たい知りたい文化財 河鍋暁斎
午前9時26分
●台東区の犯罪発生状況とその対策について （14分）
（6分）
午前9時34分 ●旧作品 台東区 PROFESSIONAL 舞台監
C
●旧作品 たいとう・すみだ 江戸浮世絵めぐ 督 千葉翔太郎（20分）
C ※8月1日・2日は午前7時台、午後5時台、7時台、9時台
り 水辺の物語（20分）
※状況により、番組内容が変更に
なる場合があります。
◀YouTube 台東区公式チャンネ
ルは左記二次元コードからご覧
いただけます。

○ 放送時間のご案内 A 午前9時
B 午前9時20分 C 午前9時40分
《再放送》同じ日のそれぞれ午後1時台と
午後5時台と午後9時台

台東区町会連合会（小幡拓也会
長）の定例会が７月１日に開催さ

「台東区からエールを！2020+1」では、
本号で紹介した選手の活躍の様子などを
お届けします。下記
二次元コードよりご
覧になれます。

この下は広告欄です。内容については各広告主にお問合せください。

新型コロナウイルス感染症の影響により、「区民のひろば」の催しものなどの開催が中止・延期となる場合があるため、掲載を休止します。

支援、ＩＣＴ支援等

YouTube台東区公式チャンネルをご覧ください

▽活動場所 区内および都内公立
学校（小学校・中学校等）

▽問合せ （一財）東京学校支援
機構
ＴＥＬ
０１２０（３８９）０５５
●東京都下水道局からのお願い

TEL （3847）9449

近年多く発生している集中豪雨
などにより、下水道が整備された
地域でも浸水被害が起こっていま

▷問合せ 台東保健所保健サービス課

れ、次の件について区役所の担当
課から説明があり、協力していく
ことになりました。
防犯カメラ設置の意向調査につ

▲後編（むし歯予防のポイント！）

す。
豪雨に備え、皆さんのご家庭で
も浸水への備えをお願いします。

50

また、下水道局ＨＰでは、降雨
情報を配信していますので、ご活
用ください。
▽問合せ 東京都下水道局北部下
水道事務所お客さまサービス課
ＴＥＬ
（５８２０）４３５２
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おめでとうございます

金婚は結婚 周年（ダイヤモ
ンド婚は 周年）を迎えるご夫
婦で、３年２月までに申請した
方を掲載しています（申請順・
敬称略）
。
掲載を希望する方は、左記へ
ご連絡ください。
▽申込み・問合せ 高齢福祉課
（区役所２階⑥番 )
ＴＥＬ
（５２４６）１２２１

▲前編（むし歯になるのはなぜ？）

いて ほか８件

▷講師 中冨寛氏（東京都台東区歯科医師会）

●公立学校サポーター募集
公立学校で教育活動を支援する
方を募集しています。
▽活動内容 学習支援、部活動支
援、教職員の事務支援、日本語

かー予防歯科のススメー」

金婚・ダイヤモンド婚

「なぜ歯を磨いているのにむし歯になるの

●金婚
・瀬上勝義・美樹（東上野１）
・増田哲也・千惠子（台東４）
・糟谷昌弘・松子（台東３）
・三井文 ・德子（東上野１）
・北島宏吉・けさ子（竜泉１）
●ダイヤモンド婚
・江原康次・スミ江（浅草４）
・井上美貴男・敦子（台東２）

YouTube台東区公式チャンネルで
歯の講演会の動画を配信しています!

▲平成2年度台東区長賞受賞作品（日本画）
「通過地点」 菊池武郎

